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敬愛する支援者の皆様

DMI の近況報告をさせていただ
けることを嬉しく思います。多く
の課題がいつもありますが、主が
守ってくださることを感謝してい
ます。最近、世界の至る所で自然
災害が起こっていますが、DMI も
その影響を受けています。今週、
ネヴィル・ミュアーから次のよう
なニュースがありました。

フィリピン

クイーンズランドのローガ
ンにあるろう者教会と、アメ
リカのチャーチ・オブ・クラ
イストの災害支援グループか
らの支援によって、フィリピ
ンのリガオの台風被害とダバ
オの洪水被害に対して修復を
することができました。

リガオでは、食堂、売店、
教室の屋根が被害を受けまし
た。オーストラリアからのチー
ムが、リガオで学校周辺の修
復作業と他の整備に関わって
くださいました。すばらしい
支援者の皆様と進んで手助け
してくださる方々がおられて
感謝です。

ダバオでは洪水の後片付け
を終えて、新車を購入しまし
た。台所用品も取り替えられ、
男子寮が修理されて階段の改
修も行なわれています。この
地域では未だかつて洪水に見
舞われたことがなかったので、
もう再び起こらないようにと
願っています。

タイ

災害は一段落したと安堵し
ていたところ、タイから、自
分たちの敷地に洪水が入った
との知らせがありました。そ

こではまさに働きを始めよう
と、新しい施設に移動したば
かりでした。教会堂が完成し
食堂の床が張られた所へ、水
が溢れ込んできました。スタッ
フと生徒全員は家に帰らせ、
トムの家族だけが現場に居て、
毎日水の中を歩いて出かけて
います。引越しを終えて働き
を再開していたところだった

ので、大きな試練
となっています。
まだ被害額は分か
りませんが、その
災害に立ち向かえ
るようお祈りくだ
さい。

皆様がいつもお祈りくださるこ
とを感謝しています。タイの働き
人たちのためにお祈りをお願いし
ます。

クリスマスカード

時の経つのが早く、今年もクリ
スマスを迎えます。里親支援をし
てくださっている方々が子どもに
クリスマスカードをお送りになり
たい場合は、次のようにお願いし
ます。

カードの封筒に、子どもの名前
と国名と地域名をお書きくださ
い。
それを別の封筒に入れて、次
の 住 所 に お 送 り く だ さ い。
〒 616-8228 京都市右京区常盤
下田町 20-615 マドレ・アレイ
ン
カードのメッセージを英訳して
欲しい方は、こちらで訳します
ので封をしないでください。
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Dear Friends and Supporters of DMI,

It is always good to be able to 
bring you an update on the work 
of DMI. There are always so many 
challenges, but we give thanks to 
the Lord for the way He cares for 
everyone. There seem to be so 
many natural disasters all over the 
world these days, and, of course, 
the work of DMI is also affected. 
The following news was received 
from DMI Executive Director, Neville 
Muir, this week.

PHILIPPINES
T h r o u g h  a  c o u p l e  o f 

wonderful gifts from a deaf 
church in Logan, Queensland 
a n d  a  C h u r c h e s  o f  C h r i s t 
disaster aid group in the US - 
EDES - we have been able to 
repair the damage to typhoon 
ravaged buildings in Ligao and 
flood damaged buildings in 
Davao, both of which were in 
the Philippines.

Our Ligao property sustained 
roof damage to dining room, 
canteen and some classrooms. 
A team from Australia,  has 
been in Ligao, helping helping 
with repair work and other 
m a i n t e n a n c e  a r o u n d  t h e 
school. It is fantastic to have 
such wonderful supporters and 
willing helpers.

In Davao the clean up has 
been finished and a new vehicle 
purchased. Kitchen equipment 
has been replaced, the boys’ 

dorm repaired and new stairs 
under construction. This area 
h a d  n o t  f l o o d e d  i n  l i v i n g 
memory so we hope and trust 
that it never happens again.

THAILAND
Just as we gave a sigh of 

relief that the disasters were 
behind us, word came in of a 
flood in Thailand, which has 
inundated our property there. 
Our Thai work had only just 
moved to the new facilities! The 
church had just been finished 
and the floor to the restaurant 
just completed when water 
started to pour in. All staff and 
kids have been sent home so 
only Tomm and his family are 
still on site, having to wade 
through water to get out each 
day. This has been a great blow 
to all concerned as they have 
just completed this huge move 
and setting up of the ministry 
again.  I  have no monetary 
assessment of the damage as 
yet so can only ask you to pray 
as they cope with yet another 
upheaval and mess.

So we ask for your prayers as 
always. Pray for our Thai workers 
as they face yet another disruptive 
event. 

CHRISTMAS CARDS
Time passes so quickly and soon 

it will be Christmas. For those of 
you who sponsor children, if you 
would like to send a card to the 

child you sponsor so here are some 
instructions.

Write the name of your child and 
the country they live in, on the 
envelope.
Put this envelope inside another 
enve lope  and  address  tha t 
envelope to  〒 616-8228 京都市
右京区常盤下田町 20-615　マド
レ　アレイン
If you can write in English, please 
do, but if you want your card 
translated from Japanese, do not 
seal the envelope and we will 
translate it for you and seal the 
envelope.
You may like to include a photo 
of yourself, and perhaps your 
family. Please write your name on 
the back of the photo.
Please do not send presents as we 
are unable to forward them on.
I f  you would l ike to send a 
monetary gift we will send it to 
the school. It will not go directly 
to your child but will be pooled 
with other gifts and used to do 
something special for all the 
students. 
Thank you for your continued 

prayers and gifts that assist DMI 
worldwide to help underprivileged 
deaf children get an education, and 
to spread the Gospel to deaf people 
around the world.

On behalf of the Japan Board,

   

Chairperson, Japan DMI Board
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Deaf Ministries International
DMI 日本部

Web:  http://japan.deafmin.org
Email:  info@japan.deafmin.org
郵便と電話は、大阪インターナショナルチャーチ：

〒 540-0004 中央区玉造 2-26-47-407
Tel/Fax: 06-6768-4385

DMI 国際本部（オーストラリア）
Web:  http://deafmin.org
Email:  muir@deafmin.org
P.O. Box 395 Beaconsfield Vic. 3807

Australia
Tel: +61-3-5940-5430
Fax: +61-3-5940-5432

ご自分や家族の写真を同封され
たい場合は、裏にお名前をご記
入ください。
プレゼントは子どもに転送でき
ませんのでお送りにならないで
ください。
金銭的なプレゼントをされる方
は学校にお送りし、生徒全員の
ために使わせていただきますの
でご了解ください。
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世界各国の恵まれないろうの子
どもたちに教育の機会を与え、ま
た福音が宣べ伝えられるよう、皆
様のお祈りとご支援を心から感謝
いたします。

日本の DMI 理事会を代表して

   

DMI 国際ろう者支援会　日本
理事長　アレイン・マドレ


